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【第 2 部】 

 司会 「ベトナムの高度経済成長と共に─トップ・シェアを誇る当社の戦略とは─」に

つきまして、エースコックベトナム株式会社、代表取締役社長の梶原潤一様にご講演をお

願いします。梶原様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。梶原様は昭和 27 年の

お生まれで、昭和 48 年 4 月、エースコック株式会社に入社、平成 4 年 3 月、取締役大阪

支店長、平成 10 年 4 月、常務取締役営業副本部長兼東京支店長、平成 21 年 3 月、専務取

締役マーケティング本部長、平成 21 年 9 月、専務取締役海外事業部担当、平成 22 年 2 月

現職にご就任されております。それでは、梶原様、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 梶原 皆様、こんにちは。エースコックベトナム株式会社の梶原と申します。今日は、

りそなアジア・オセアニア財団の廣冨理事長様からこのような機会をいただきまして本当

にありがとうございます。先日、仁井専務理事様と一緒にわざわざベトナムにお越しにな

った時に私どもにお立ち寄りいただきまして、本当にありがとうございました。 

 今日はエースコックグループのベトナムにおける事業について皆様にご紹介ができる機

会をいただきました。まず、当社は 1993 年に設立されましたが、私自身はその時に日本

のエースコックでマーケティングを担当しておりまして、マーケティング部長として会社

の設立に関わっておりました。ですから、最初にベトナムに行きましたのが確か 1992 年

だったと思います。それから、FS の作成であったり、会社の申請であったりというよう

なことをやりまして、1993 年にベトナム政府から認可を受け、1995 年に新しい工場も完

成をしまして事業をスタートいたしました。 

 その後も出張ベースで頻繁に行っていますのでエースコックベトナムの流れはずっとつ

かんでいるのですが、実はベトナムに駐在をいたしましたのは 4 年 3 カ月前、第 5 代目の

社長としてまいりました。ですから、現在はホーチミン市で生活をしておりますが、私ど

も駐在をする者にとりましてはベトナムというのは大変いい国でございます。非常に治安

がいい、食事がおいしい。そして、ベトナム人の皆さんが結構日本に対してある意味リス

ペクトというのですか、非常に親日的な国民性がございます。大変やりやすい駐在員生活

を送っております。 

 まず最初に、ちょっと皆様にお尋ねをしたいのですが、この中でベトナムに行ったこと

があるという方、申し訳ないのですが、ちょっと手を挙げていただけますか・・・・。 

非常に多いですね。皆様、ひょっとすると私以上にベトナムについてよくご存じの方がい

らっしゃるのではないかと思いますが、今から私が説明する中で、「それちょっと違うんじ
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ゃないの」とか「間違ってるよ」というのがございましたら、後ほどこっそり教えていた

だけると非常に助かるというところでございます。 

 ベトナムの話に入る前に、エースコック日本についてほんの少しだけご案内をさせてい

ただきたいと存じます。エースコックという会社は大阪市におきまして、昭和 29 年です

から 1954 年に設立された会社でございます。それから、即席麺、つまり袋麺であったり、

カップ麺を発売しまして販売をしてきているのですが、関西の方はご存じだと思いますけ

れども、昭和 38 年に「ワンタンメン」という袋麺を発売しました。これは麺だけでなく

てワンタンの皮がついているという当時では非常に画期的な商品だったわけでございます。

昨年、発売 50 周年を迎えました。 

 次にカップ麺でいいますと、わかめがたっぷり入った「わかめラーメン」であったり、

「1.5 倍大盛スーパーカップ」であったり、それから、「飲み干す一杯」というようなブラ

ンドがあるのですが、その後、2001 年からは小麦粉の麺でなくて春雨を使ったカップスー

プ、ブランド名は「スープはるさめ」と言うのですが、これを発売しまして非常に大きな

ヒット商品になりました。現在まで恐らく 10 年近くカップスープ分野でのナンバーワン

ブランドということで、特に女性の皆様から支持を受けているという製品がございます。 

 以上、日本のエースコックというのは何か新しいことをやりたいというようなことを常

に考えている会社でございます。新しい素材であったり、新しいコンセプトであったり、

新しいユーザーに向けた商品であったりというようなところを考えている。これがエース

コックの DNA なのかなというふうに私自身は感じております。 

 さて、ではベトナムのエースコックについて、これからご説明をさせていただきたいと

存じます。まずはベトナムの基本情報、ベトナムに行ったことがある方が非常に多いので

確認という意味でさせていただければと思います。国名がベトナム社会主義共和国、面積

は日本のおよそ 9 割、だいたい日本から九州を除いたぐらいの面積になるかと思います。 

 そして、国土が地図をご覧いただくように、非常に南北に長い国土を持っております。

東側はずっと海に面しているのですが、北は中華人民共和国、西側の北部分はラオス、南

に行きますとカンボジアと国境を接している国でございます。人口は 8878 万人というの

が 2012 年のベトナム統計局の数字なのですが、昨年、非公式に 9000 万人を超えたという

ような情報というか、うわさも聞いております。だいたい年間で 100 万人ぐらい人口が増

えている国でございます。 

 首都は北部にありますハノイ。以前、戦争をしていた頃は北ベトナムの首都でございま
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した。ハノイが現在の首都でございます。これに対しましてベトナムで最も大きな都市と

いうのが南部にございますホーチミン市、これは旧名がサイゴンという町でございます。

だいたいベトナムの 1 割の人口がホーチミン市にはいるというふうに聞いております。公

用語はベトナム語なのですが、これには声調がございまして、中国は 4 声でベトナムは 6

声ございます。この声調があるのが私たち日本人にとっては大変厄介で、非常に聞き取り

にくくて話しにくい言語であるというふうに私は感じております。 

 ただし、文字が昔々は、1600 年代までは漢字を使っている国でございました。そこにフ

ランス人の宣教師の方がキリスト教を普及するために文字を考案されまして、アルファベ

ット 26 のうち 22 を使ってベトナム語の文字を開発されました。ですから、アルファベッ

トと声調というか、上がり下がりを記号で表した文字を現在使っております。使われてい

ない文字というのが F と J と W と Z、これはベトナムの国にはございません。 

 続きまして、元首、これは先週、国賓としてチュオン・タン・サン国家主席が日本にお

越しになっておりまして、大阪にもお見えになったというふうに聞いております。その際

に関空との直行便をもっと増やすというようなお願いを日本側からもさせていただいたと

いうふうに聞いておりますが、私もぜひそうなってほしいなというふうに思います。私が

最初にベトナムに行った頃は直行便がありませんでした。直行便だけではなくて関西空港

自体がまだ開港されておりませんで、伊丹空港から香港かシンガポールかバンコク経由で

1 日がかりでベトナムに入るというような時代でございました。 

 GDP も 1 人当たり 1960 ドルということで、どんどん伸びてきておりますが、すでにホ

ーチミン市ではもう 3000 ドルを超えているということでございます。 

それから、消費者物価指数、これはやや伸びが鈍化してきております。2013 年のデータで

いきますと 6.6%、そして、その前の年、2012 年が 9.21%というふうに書いていますが、

その前の年、2011 年は 18%の消費者物価指数の上昇がございました。ですから、私ども

も原料がどんどん上がりますので、年間に 2 回も 3 回も値上げをせざるを得ないというよ

うな状況になったわけでございます。賃金につきましても毎年最低賃金が上がるのですけ

れども、一昨年、去年は年間に 2 回、最低賃金を上げるというようなことになったわけで

ございます。 

 経済成長もやや鈍化してまいりました。以前は非常に大きな経済成長がありましたが、

2008 年、2009 年頃から経済の成長もやや鈍化してまいりました。 

次に輸出あるいは輸入についてですが、ベトナムは産油国でございます。原油を輸出す



 4

るのですが、国内でなかなか精製ができないものですから、石油製品は輸入に頼っている

というようなことでございます。 

 続きまして次のページにまいりますが、ベトナムと日本というと非常に似たところがあ

るというふうに思います。例えば、年長者を大事にする、尊重するというような文化がご

ざいますし、宗教でいきますと日本と同じく大乗仏教の方が大変多い国でございます。教

育熱心ですし、受けるほうも勉強熱心ということで、先ほど申し上げた文字が考案された

ことによって非常に高い識字率がございます。これは農村部あるいは山岳部に行きまして

も、漢字の頃はほとんど読み書きができなかった人でも現在はもうほとんどの方が読み書

きができるというような国になりました。非常に人柄が良くて、礼儀正しい。ただし、非

常にプライドは高いです。 

 続きまして、似通ったところがある反面、違うところはやはりこれかなというふうに思

います。人口ピラミッドを比較いたしますと、一目瞭然、ベトナムは非常に若い方が多い

です。このデータは少し古いのですけれども、最近はやや人口の増というのが少なくなっ

てきたかなというふうに思いますけれども、まだまだ結婚式が多いです。結婚式場がどん

どん新しく作られておりますし、それから、子供を産むための産院は常に満員状態という

のがベトナムの現状でございます。 

 さて、即席麺の話に移らせていただきます。世界の即席麺の需要の推移を表したのがこ

のグラフでございます。一番消費量が多いのはやはり人口が多い中国、2 番目がインドネ

シア、3 番が日本でございます。4 番にベトナムが入ってまいりました。ただ、日本の数

字はグラフでいきますと緑色なのですが、もうここしばらくというか、10 年間ほとんど伸

びはございません。それに対しまして、ベトナムは 10 年間でおよそ 3 倍の需要に膨らん

でまいりました。世界の総需要が 1 年だけ、これは即席麺が始まって以来だったのですが、

2008 年に前年の需要を下回った年ができました。これは世界的に大きな出来事があった年

で、すべての原料が非常に大きく高騰しました。日本でも 17 年ぶりの即席麺の値上げと

いうのが行なわれた年でございます。ただ、その後は世界の需要がまた伸びに転じており

ます。 

 次のグラフはベトナムの総需要の推移だけを抜き出したものでございます。2002 年には

年間およそ 17 億食の需要だったのに対しまして、消費量は 3 倍になり 50 億食を超えてま

いりました。青い折れ線グラフは 1 人当たり年間何食、食べていただいているか、ご利用

いただいているかという数値でございます。ベトナムの数値はどんどん上がってまいりま
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した。 

 1 人当たりの需要量、消費量で言いますと世界で一番多いのはどの国だと思いますか。

これは韓国でございます。70 食ぐらい利用されているようでございます。その次がインド

ネシア、ベトナムより少し多い使用量だと聞いております。3 番目がベトナム、年間で 57

食です。ですから、生まれたての赤ん坊からお年寄りまで、1 人当たりこれだけ食べてい

ただいているという計算になります。ちなみに、日本は 43 食ぐらいです。 

 いよいよエースコックベトナム株式会社についてご説明をさせていただきたいと思いま

す。社名がいま申し上げたとおりで、次に商標としてこのマークを使用しております。日

本のエースコックは子豚のコックさんのマークを使っているのですが、ベトナムに出る時

にベトナム政府からの非常に強いご要望が二つございました。一つはベトナムの食品のレ

ベルが彼らの目から見ても非常に劣っているというふうに感じていたようでございます。

エースコックの認可が下りた暁にはベトナムの食品全体のレベルが上がることにつながる

ような仕事をしてほしいというようなご要望がございました。 

 もう一つ、ご要望を受けましたのが輸出割合を増やすようにということでございました。

そのご要望もございまして、もともとエースコックグループの考え方としては、日本は即

席麺を輸出するには非常に競争力がない国でございます。そのことからエースコックグル

ープの戦略としてはベトナムを起点にエースコックのブランドを世界に広げようというこ

とを考えておりました。ですから、世界の国々のことを考えますと、宗教上の問題から残

念ながら子豚のマークはあきらめまして、世界どこでも大丈夫だろうと思われる人間の子

供のコックさんというものを当時 21～22 年前に私が開発をいたしました。開発したと言

っても描いたわけではありません。デザイナーの方に描いていただいたわけですが、日本

でこのマークを開発したわけでございます。 

 本社の所在地はベトナムの南部にございますホーチミン市です。だいたい年間通じて同

じような気温なのですが、暮らしやすい気候になっております。これに対しまして北部ハ

ノイに行きますと、夏はホーチミン以上に暑いし、冬は非常に寒い。暮らすとすれば、南

部に暮らすのがいいのではないかなというふうにお勧めいたします。 

 我々の事業内容といいますと食品の製造及び販売なのですが、即席麺を中心に小麦粉で

作るラーメン、焼きそばであったり、ベトナムでは小麦の麺以上に非常にポピュラーなの

ですが、コメの麺をやっておりますし、日本と同じく春雨もやっております。 

 あと資本金は払い込みベースでいくと 20 億円ぐらいです。それから、従業員数はおよ
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そ 5200～5300 人です。非常に上下します。季節によって、時期によって上下しますが、

だいたい 5200 人から 5300 人の従業員がおります。日本からの出向者 18 名と書いていま

すが、これは私が行ってから 4 年間でどんどん増やしてまいりました。私が行く前は 2 名

でした。創業当時から 3 名または 2 名というようなことでエースコックベトナムはやって

まいりました。 

 事業所がベトナム国内に 7 拠点、海外に 2 拠点ございますが、国内 7 拠点に 10 個の工

場がございます。地図上で見ていただきますと、右の下にありますのが本社がありますホ

ーチミン工場でございます。北のほうからいきますと北部に 2 カ所、3 工場、中部のダナ

ンに 1 工場、それから、ホーチミンから 1 時間ぐらい離れたビンユンという省に 2 工場、

このビンユンというのが南の発音でございまして、北に行きますとビンズンというふうに

言います。それから、ホーチミンに工場が二つ、もっと南のメコンデルタのエリアに 2 工

場ということで全国に 10 工場ございます。即席麺の場合は非常にかさが高くて単価が低

いという製品でございますので、物流費のウエイトというのは極力抑えないといけないと

いうようなところがございます。ですから、消費地にできるだけ近い所で生産するという

のが基本となります。 

 今までの経緯について少しご説明をさせていただきたいと存じます。エースコックベト

ナムは 1993 年 12 月に設立されましたが、当時は別の名前でございました。ビフォン・エ

ースコック合弁会社というものを設立しております。ビフォンというのは今もあるのです

が、当時は国営の会社でございまして、即席麺のおよそ 30%台のシェアを持つトップ企業

でした。そのビフォン社と、それから、日本の商社であります丸紅様とエースコックとこ

の 3 社で合弁会社を設立いたしました。 

 1995 年の 7 月、新工場が完成いたしまして、操業開始をいたしました。当時はホーチ

ミンに 1 ライン、1 シフト。1 シフトということは 1 日 8 時間の操業でスタートいたしま

した。2004 年には、当時ベトナム政府の方針で国営会社の民営化というのをどんどん進め

ている時期でございまして、この時期にビフォン社も民営化の対象になるという情報をい

ただきました。民営化されると恐らくどなたかが買い取る。どんな経営者が来るのか分か

らない。パートナーとしてどういう方が来られるか分からないというのは非常に不安があ

りましたので、民営化される前にエースコックがビフォン社の持ち分をすべて買い取りま

した。 

 その段階では私どもと丸紅様の 2 社の外資 100%ということになったのですが、その後
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2007 年だったか、流通業のライセンスを取ろうということになりまして、当時は流通業の

ライセンスというのは外資 100%では取れなかったので、私どものこれもパートナーの 1

人ですが、ベトナム人の副社長の個人出資を一部入れまして流通業のライセンスを取った

りいたしました。 

 2008 年には有限会社から株式会社へ会社形態を変更いたしまして、現社名のエースコッ

クベトナム株式会社になりました。その下に書いていますのは、いろいろな認定資格を取

りました。世界に向けて輸出をするということを考えますと、こういうものは不可欠でご

ざいますので、考えられるものはすべて取ろうというようなことでやっております。国家

表彰というのが労働勲章と書いていますが、これは非常に意味のあるものでございます。

日本で言うと勲章に当たるものだそうでございます。この 3 級を 2004年、2級を 2008年、

2010 年には 1 級をいただきました。この上はないそうでございます。 

 ベトナムの総需要とエースコックベトナムの販売量をグラフにしてみました。2002 年か

らの 10 年間、ご覧いただきますようにエースコックベトナムの数字がどんどん増加して

います。グラフの黄色いほうがエースコックベトナムですが、非常に大きく成長させてい

ただいております。それに伴って国内の需要量もどんどん増えたというのがこの 10 年間

の流れでございます。 

 売上高ももちろん伸びてきているのですが、2005 年から 2010 年ぐらいまでは非常に円

高が進んでおりました。ですから、ドンで考えると 2 桁成長している年でも円に直します

とマイナスになったりするというような年があったわけでございます。ですから、あまり

円で表現しないようにその頃はしておりました。最近になって円安が進んでおります。こ

うなるとまた逆の現象が表れてまいります。およそ年間で 9 兆 3000 億ドンの売上が現在

ございます。 

 輸出なのですが、今のところ 46 カ国にベトナムから輸出をしております。南北アメリ

カ、オーストラリア、ヨーロッパ、一部アフリカ、ですから、ほぼ全世界に対して輸出を

しております。ただし、多いのはやはり近隣諸国、カンボジア、ラオス、この辺りが非常

に多いです。カンボジアでも現地の営業からはシェア 30%というような報告が来ておりま

す。 

 あと、時々私も出張でアメリカ、カナダ、ヨーロッパ等を見に行くのですが、それぞれ

の国で代理店の皆様にお会いいたします。代理店の方というのはほとんどの場合、ベトナ

ム出身の方にお願いをして、商品をベトナムあるいはアジアのマーケットに流していただ
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いているというのが現状でございます。それぞれの国にまいりましてちょっと気づいたこ

とは、例えば、アメリカ、カナダ、オーストラリア辺りに行きますと、ベトナム出身の方

にお会いしますとほとんど南部出身の方です。 

 南部の方は戦後非常につらい思いをされたのでしょうが、いわゆるボートピープルとし

て海外に脱出した方がそれぞれの行った先の国で成功されている方が非常に多かったです。

そういう方にご協力をいただいて商品を流しております。逆にヨーロッパ、特に東欧辺り

具体的には、チェコやスロバキア、あるいはドイツ辺りに行きますと北部ご出身の方が多

いです。これは昔からベトナムとのつながりがあったということで、留学に行った先に居

残ったというような方が多いようでございます。 

 次にベトナム進出の動機ですが、海外に行くぞというようなことになったのがだいたい

1990 年ぐらいから考え始めたのですが、その動機といいますと、先ほど見ていただきまし

たように日本での総需要というのはもうほとんど伸びない状態になっておりました。それ

だけでなく、今後は人口も減少の一途をたどるというようなこともございまして、当時か

らはやり出した言葉がシュリンクというようなことをいろいろな方が言うようになった時

代でございます。今後の成長のことを考えるとやはり海外というものに求めないといけな

いなということになりまして、いろいろな国を見て回りました。 

 その中で、あまり最初からベトナムにというようなつもりはなかったのですが、当時の

エースコックの専務が、現在はエースコック日本の社長でございますが、インドの帰りに

ベトナムに立ち寄ったというふうに聞きました。ベトナムに行ったところ、町に人があふ

れている。皆さん、非常に若い。とても前向きに明るく生活しているということに心を打

たれたというふうに聞いております。 

 いろいろな国に行きますと必ず子供たちが何かちょうだいか、あるいは、これ買ってか

分かりませんが、群がり寄ってくる中でベトナムにはあまりそういう子供たちがいなかっ

た。少しはいたでしょうけれども、他の国に比べると非常に少なかったというふうに聞い

ております。「子供たち、どこにいるの？」と聞きますと「学校に行ってます」という返事

があったそうでございます。それを聞いても、やはりこの国はこれから必ず発展するとい

うふうに確信したようでございます。 

 もう一つ、我々の目から見てベトナムのインスタント食品、インスタント麺、あるいは

それ以外の食品を見ましても、日本と比べますとやはり品質がはるかに劣っているという

のが一目瞭然で分かりました。先ほども申し上げましたように、ベトナム政府も食品の品
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質レベルが低いと考えていたように、私どももそのように感じました。ベトナムの食品全

体のレベルを高めるということがひょっとすると我々にできるかもしれないというような

ことも動機の一つになりまして、丸紅様にご紹介いただいたビフォン様とお会いしました。 

 ビフォンの経営者であった方は今はもう離れていますが、非常に新しい感覚をお持ちの

方でした。エースコックがもし一緒にやってくれるのだったら、もうすべてお任せします

というようなことを言っていただきまして、ビフォンの社内でもこれからはエースコック

が伸びる、ビフォンはだんだん減っていくというようなことをビフォン社の幹部の前で発

言したりする場面も私は見てまいりました。実際、そのようになりました。 

 1993 年に会社を設立したので、1992 年ぐらいから設立に向けた準備をしていたわけで

すが、当時のことを少し思い出していただきたいと思います。ベトナムは 1975 年に戦争

が終結しております。これはベトナムの皆さんは統一というふうに言いますが、それによ

って共産党一党支配の社会主義国家が誕生いたしました。戦後のベトナムというのは計画

経済によって国家の再建を図っていたようでございますが、まったくその状態は良くなく

て、成長とは程遠い環境であったというふうに聞いております。 

 特に南部に暮らしておられた富裕層であったり、知識階級の方にとってはベトナムの将

来を本当に悲観するような出来事がたくさん起こったようでございます。まずは貨幣が紙

くずになったり、あるいは、財産の没収をされたりというようなことがあったようでござ

います。そのことによって海外に脱出する人が多数ありました。南部の特に知識階級の方

がアメリカやカナダ、オーストラリア、韓国辺りにどんどん流出していったようでござい

ます。 

 そんな中でやっと 1986 年、このままではだめだというのに政府は気づきます。そして、

社会主義国でありながら市場経済を取り入れるというような決断をし、実行いたします。

これが日本にも非常に大きな情報が当時はまいりましたが、ドイモイという、日本語に直

しますと刷新という政策が決定されたわけでございます。ただ、そのドイモイも 1986 年

に実施をされたのですが、やはりそれが効力を表すまでに 5 年ぐらいはかかったのではな

いかなというふうに思っております。5 年ぐらいということは 1990 年代に入ってやっと

ドイモイの効果が表れた。その時代にタイミングよく出て行ったのが我々かなというふう

に思っております。 

 その後もどんどん解放政策というのが進行しております。アメリカと国交回復をするま

ではアセアン加盟を毎年のように申請をしていたのですが、拒否をされておりました。ア
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メリカと 1995 年に国交回復をした 1 カ月後にアセアン加盟が許可されたというふうに聞

いております。2007 年には WTO に加盟をした。これによって開かれた国になったという

ふうにベトナム政府は言っておりますが、実際のところはやや違うようでございます。 

 次に我々のやってきた行動について少しご説明をさせていただきたいのですが、ベトナ

ムの場合、営業という概念が当時はありませんでした。1993 年、会社を設立しまして、パ

ートナーであるビフォン社の内容をいろいろ教えていただきました。そうすると、営業に

関する費用というのがほとんど出てこない。日本で言いますと販売促進費であったり、宣

伝費であったり、あるいは、配達をする物流費であったりというのがトントントンと出て

くるのですが、ビフォン社はほとんど使っていなかったです。 

 「どうしてるの？」と聞くと、「いや、製品を作れば代理店さんが買いに来てくれる」と

いうような返事がございました。確かに当時は工場に代理店の方、卸店の方が現金を持っ

て買いに来ていただいていました。あの頃は高額紙幣がありませんで、一番高かったのは

1 万ドンだったかと思います。ですから、物を買うにも、もうすごい札束を持ってくるの

です。即席麺を買うのもスーパーマーケットの袋に入れるか、あるいは、それで足りない

場合は段ボールに紙幣を詰めまして買いに来られまして、ラーメンの入った段ボールを持

って帰るというような時代でございました。 

 我々はこのままでいくはずがないというふうに思いましたので、営業という概念を持ち

込もうということでセールスマンを採用いたしまして教育をしてルートセールスを始めま

した。当時のルートセールスというのがまずセールスマンの教育なのですけれども、一番

最初に教えないといけなかったのはやはり服装でした。最初に裸足で来るなとか、スリッ

パもやはり良くないねとか、靴を履きなさいというところから教えないといけなかった時

代でございます。 

 それから、営業トークであったりというのも教育をした上で、定期的にお得意先を訪問

するというようなことをやってまいりました。代理店というといわゆる卸店なのですけれ

ども、そういうところを訪問しながら町にあります小売店さんにも顔を出していくという

ようなことをやっていくことによって TT ルート、Traditional Trade といいますが、非常

に小規模な小売店、あるいは市場等もエースコックベトナムの製品を並べていただけるよ

うになりましたし、エースコックの情報も提供しますし、彼らの情報もいただけるという

ようなことになりました。 

 今でもエースコックベトナムの強みはこのルートに強いということでございます。最近
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スーパーマーケットもどんどんできておりますが、Modern Trade で MT ですが、MT に

つきましてはだいたいホーチミンだけでなくて都市部では 20%ぐらいのウエイトがある

ようです。ただし、エースコックは非常に低いです。まだ 5～6%しかございません。人々

の買い物は MT が増えてきているのですけれども、エースコックのウエイトというのはや

はり小規模な小売業さんが今も支えていただいているというのが実態でございます。 

 いろいろ苦労しましたが、その次にしました苦労は商品の開発です。当時、私も商品の

開発に携わっておりましたけれども、日本の品質を持ち込むというのは最初から考えてお

りまして、日本品質の実現というのを掲げてやってまいりました。そのためにエースコッ

ク日本の技術者、あるいは開発者が定期的に訪問してベトナム人スタッフを指導するとい

うのを現在も続けているのですけれども、製麺技術であったり、食品の安全・安心に関わ

る品質管理であったり、こういうところは日本の考え方をしっかり持ち込んだのですが、

味の決定は日本人はできないということを最初から考えておりました。 

 ですから、ベトナム人の非常に繊細な味覚を持つ人を採用しまして、この人は女性で、

つい最近定年で退職しましたが、開発部長として長年貢献してくれた人でございます。こ

の人の作り出すスープを目指してやってまいりました。ただし、スープの味はベトナム人

に作ってもらい消費者調査を経て決定しますが、即席麺の場合はそのスープを例えば、粉

末スープであったり、液体スープであったり、調味オイルであったりというものに再現し

ないといけませんので、それらの技術はやはり日本から持ってまいりました。そうして、

日本の技術とベトナムの味覚を融合させるというのがエースコックベトナムの一つの標語

になりまして、今も本社の入口に書いてございます。 

 あとは、先ほど言いましたように日本人の駐在者は 3 人、あるいは 2 人というようなと

ころでやってまいりましたので、本社にしかいません。それぞれの工場にはベトナム人ス

タッフしかないということがずっと続いております。今もそうでございます。ただし、日

本からは技術者の定期的な派遣というのはずっとやってきておりました。ですから、それ

ぞれの工場にも日本人が出張ベースですけれども、時々行って指導するというようなこと

でやってまいりました。 

 もう一つ苦労しましたことというのがコストでございます。最初、日本品質の実現とい

うのを目指したものですから、例えば、工場の建屋、あるいは設備なども日本から新しい

設備を購入したりというようなことをしましたし、原料もなかなかベトナムの現地で日本

品質が実現できるようないい原料が手に入らなかったというのもございまして、もうほぼ
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すべてを輸入に頼って製品開発をいたしました。 

 その結果、非常に高コストになりました。当時のベトナムで売られていた製品がだいた

い 700 ドンから、高いもので 1000 ドンぐらいだったのです。あの頃のレートで言います

と、1 円が 100 ドンぐらいだったと思います。現在はもう 1 円が 200 ドンちょっと超える

ぐらいです。レートも変わりましたけれども、ベトナム人の皆さんの即席麺に対するイメ

ージはだいたい 700 ドンから 1000 ドンぐらいが相場というふうに言われていた時代に

我々が発売したのは 2000 ドンの製品だったということで非常に皆さん驚かれたようでご

ざいます。ただし、これは狙ってやりました。 

 もともと原価が高いというのは覚悟の上で行きましたので 2000 ドンになってもやむを

得ないと思っていましたし、むしろ、高いところから入っていくという狙いがございまし

たので、それを発売いたしました。当時の合弁相手であったビフォンの社長もそれを採用

しようというふうに言ってくれまして、これをやってきたわけでございます。その結果、

我々が発売した商品というのは庶民の方から見ると非常に高価格になりましたので、手が

出ないような価格だったわけでございます。 

 でも、我々は宣伝もやりました。当時はまだまだテレビの普及率が低かったのですが、

テレビの宣伝も入れましたし、当時の有効な媒体としましては新聞、雑誌、看板だったの

ですが、それらも積極的にやりました。売上以上の宣伝費を注ぎ込んだ年もございます。

そうすることによりまして、ベトナムの一般ユーザーの中にエースコックベトナムという

会社が日本から来て即席麺を作っている。とても品質がいいらしい、おいしいらしい。だ

けど、我が家では買えないというような位置づけができてきたわけでございます。 

 時々買っていただける方も自分のためではなくておつかいものだったりというようなこ

とで買っていただいていましたので、数量的には非常に少ないものでございました。最初

5 年間ぐらいはこれで大変苦労いたしました。その間、何をやったかといいますと、徹底

した現地化の推進というような標語のもとに日本のエースコックが取引をしている原料メ

ーカーさんのご協力をいただきまして、現地の企業の技術指導をやりました。例えば、我々

の製品の最も大きな部分を占める主原料が小麦粉なのですが、現地にも小麦粉メーカーが

ありました。製粉メーカーがありましたが、とてもじゃないですが、いい麺ができるよう

ないい小麦粉ができない。そういう状態でしたので小麦粉にした状態で輸入をしておりま

した。 

 そうすることによって非常に高コストになったのですが、5 年間かけて小麦粉以外も含
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めて現地メーカーの教育をすることによって、どんどん技術が高まってまいりました。こ

の考え方を理解していただいたサプライヤーの皆さんも最新の設備を導入されたりしまし

て、非常に大きく協力をしていただきました。その結果、5 年ぐらいたちまして原料調達

の現地化ができる環境が整ってまいりました。それにおよそ 5 年かかりました。5 年後に

満を持して 1000 ドンで発売したのが先ほど理事長さんからもチラッとお名前を出してい

ただきましたが、「ハオハオ」とうブランドでございます。 

 この「ハオハオ」というのはもともと中国の文化もある国で、中国語の「ハオ」という

のがありますよね。「ニーハオ」の「ハオ」、「ハオツー」の「ハオ」です。だから、「いい」

という意味、ベトナム人もこれを理解できるというのがございまして、この「ハオハオ」

というブランドを決めて発売をいたしました。その結果、発売以降もういくら作っても足

りないという状態になってしまいました。 

 2000 年 8 月に「ハオハオ」を発売しまして、それ以降はどんどん新しい設備を造る、

新しい工場を建設するというようなことをやってまいったわけでございます。エースコッ

クベトナムの半分以上は今もこの「ハオハオ」というブランドで占められております。中

でも酸っぱくて辛い味というのがベトナムでは非常に人気がありますので、その製品が最

も高いシェアを持っております。 

 もう一度、エースコックベトナムがスタートしてから現在に至りますまでのベトナムの

総需要とエースコックベトナムの販売量を見比べていただきたいのですが、エースコック

が工場建設等をしてベトナムへの供給量が増えてくると同時にベトナムの総需要も増えて

きたというような流れになっております。 

 ここまでエースコックベトナムを成長させていただいたのですが、我々の考える成長の

キーワードということでまいりますと、日本のマーケティング、あるいはブランドという

概念をベトナムにご紹介をしたということ、そして、日本の販売のノウハウ、ルートセー

ルスであったりというものをベトナムのルートにぴったりとマッチするような方法が取れ

た。もう一つは、日本の品質というものを取り入れながらもベトナムの味を実現できたと

いうことで、「日越融合」及び「現地化」がキーワードかなというふうに考えております。 

 現在エースコックベトナムが力を入れているのは米麺の分野でございます。ベトナムで

は非常にポピュラーです。日本で知られているフォーという麺がございますが、これは実

はベトナムに行ってフォーと言っても通じません。先ほど言いました声調というのがあり

まして、低い声から上にあげる感じで「フォー」と言わないと分かってもらえません。 
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ベトナムでは「フォー」と「フーティウ」と「ブン」、これ以外にもいろいろな米麺がご

ざいますが、エースコックベトナムが現在、生産販売をしているのがこの 3 種類の麺でご

ざいます。非常に伸び率が高い分野になっております。輸出も積極的にやっております。 

そのうち日本の皆様にもご紹介をさせていただきたいなというふうに考えております。

先ほどのクール・ジャパンで日本から海外にというのとは逆の話になってしまって、誠に

申し訳ないです。 

 それから、巻末にアジア・オセアニアで企業活動をしている企業、例えば、ベトナムで

はこの調査に参加にされたのは 400 社以上あるというふうに聞いておりますが、本日の主

催者の皆様にお配りいただいているジェトロさんのデータとだぶらない部分をいくつかご

紹介させていただくように添付いたしました。もちろんジェトロホーチミン様にこれを使

用させていただくということをお断りした上で許可をいただいて、出典もちゃんと書いて

提供しておりますので、最近、日本ではやっているゴーストライターでも盗作でもござい

ませんので、よろしくお願いいたします。 

 現地の企業がやはり一番困っているのは賃金の上昇というのがあるようでございます。

毎年やっている調査で毎回上位に出てきています。日本の企業は賃金の上昇に頭を痛めて

いる。通関手続きが煩雑というのがポンと増えてきているようなのですが、これはどうも

通関をお願いする側だけでなくて、最近デジタル化されたのですが、それを使う側、受け

る側がどうもうまく運営ができていないというのがあるようでございます。 

 次に、地区別にみると北部、南部ともにやはり賃金の上昇というのが悩みの種です。そ

して、原材料・部品の現地調達の難しさというのは今なおいろいろな分野で続いておりま

す。投資環境面のメリット、これはベトナムの成長性等があるということを進出している

企業の皆さんは考えているということでございます。 

 逆のリスクをどうとらえているかというと、ベトナムの場合はやはり人件費の高騰、そ

れから、行政手続の煩雑さ等が上位を占めております。投資環境面のリスクで増えてきて

いるというのが法制度の未整備、不透明な運用というのがありますが、法が結構整備され

てはきています。いろいろなところで法整備というのは進んでいるようです。ただし、こ

れは政府が法をきっちり判断してやっているというよりは各自治体、例えば、ホーチミン

市であったらホーチミン市の人民委員会等に委ねられております。非常に裁量がものを言

う世界でございます。これが非常にややこしいです。北部、南部の違いはほとんどこの辺

りだと思います。特に北部は政府があるのですけれども、法整備の未整備が悩みの種とい
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うのが進出している日本企業のお考えのようでございます。 

 以上、いくつかジェトロさんのデータを添付させていただきましたが、これは配布され

ているハノイのジェトロ様のデータと後ほど見比べていただければというふうに思います。

以上、エースコックグループのベトナムでの事業展開につきまして、私のから宣伝を含め

ましてご説明をさせていただきました。こういう機会をいただきましたことに改めて御礼

を申し上げたいと存じます。本当にありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それでは、ここでご質問をお受けさせていただきます。

皆さん、挙手でお教え願えますでしょうか。スタッフがマイクをお持ちさせていただきま

す。ご質問がおありの方はいらっしゃいませんか。いらっしゃいませんでしょうか。失礼

いたしました。お願いいたします。 

 質問 貴重なお話、どうもありがとうございました。先ほどのお話の中で、ベトナム進

出のリスクをいくつか最後のほうでご紹介いただいたと思うのですけれども、その中で原

材料調達の難しさ、これは具体的なお話も先ほどお伺いできたのですが、このようなリス

クがまだ残る中でメリットももちろんありますが、トータルで勘案して今後ベトナムへ進

出を検討されている方、たくさんの企業さんがいらっしゃると思うのですけれども、社長

個人のご意見としてトータルで勘案して何かアドバイスであったり、進出する個人的なメ

リット、デメリットを教えていただけたらと思います。お願いいたします。 

 梶原 原料調達につきましては以前、私どもも大変苦労した部分でございました。話の

中で私が申し上げたようにベトナム全体のレベルを高める仕事がしたいという表現をしま

したけれども、私どもがやりましたのは現地企業の技術指導、教育というのをやって品質

の高い原料が手に入るようになったのですが、食品の場合は結構それほど難しくないので

はないかなというふうに考えております。 

 ただし、私どもが教育をしていい原料を作れる企業ができた場合に、ベトナムではよく

あるのですが、日本でもあるかもしれませんが、それの売り先は当社限定ですよという縛

りをつける場合が非常に多いと思います。私どもはそれをやりませんでした。いい原料が

できた場合は同業他社を含めて、競争している会社も含めて販売しても結構ですというこ

とをやってまいりました。 

 そのことによって我々もメリットを受けました。彼らの販売量が増えることによって

我々の仕入れの効率も高まるということもありましたので、そういう縛りをつけることな

く販売していただきました。その結果、同業他社の皆さんの製品もよく研究をされたとい
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うこともありますが、非常に品質が高まってまいりました。我々の製品との品質の差はも

うほとんどごくわずかになっているというふうに最近は感じております。 

 食品以外の部分については申し訳ございませんが、例えば、車の部品であったり、そう

いうところについては私もあまり知識がありませんが、日本から進出される場合にそうい

う部品や原料の企業も一緒に出るというようなことが行なわれているようでございます。

ですから、そういう日本企業の皆様と協力をされて、原料調達というのができる環境にさ

れるというのが一番手っ取り早いのではないかなというふうに思います。よろしいでしょ

うか。 

 質問 ありがとうございました。 

 司会 ありがとうございました。それでは、時間もございますので、まだご質問がおあ

りの方は財団を通じてご連絡を賜りますようご協力のほどお願い申し上げます。では、最

後にいま一度、大きな拍手をお送りくださいませ。梶原様でいらっしゃいました。（拍手） 

 それでは、これをもちまして本日のセミナーを終了させていただきます。本日、ご出席

をいただきまして誠にありがとうございました。 


